金光教全国信徒会

第４回全国大会 in 首都圏

日時

2022年７月10日

㈰

会場

日暮里サニーホール（東京都荒川区）

主催

金光教全国信徒会／担当 金光教関東教区信徒会

13:00〜16:00

金 光教 全 国 信 徒会

第４回全国大会 in 首都圏 プログラム
「神人」を現し お道を伝える
〜見つめ直そう 私たちのあり方を〜

開

演

13:00

司会 細野 洋子

オープニング
開会行事

スライド上映

ご祈念・天地書附奉体
主催者あいさつ

金光教全国信徒会委員長 太田

明

来賓あいさつ

金光教東京センター所長 嶋田

洋先生

第１部

講演

｢世界を変えるＫＯＮＫＯＩＳＴ」
〜いま金光教を信仰する者として、すべてをおかげに〜

講師：大 矢

嘉 先生（金光教教務理事／金光教サクラメント教会長）

意見発表「１０ボイス」

休

憩（15 分）
第２部
こ

ん

こ

ん

お芝居

｢Knock Knock 和賀心」

演

On the sunny side of the street

奏

劇団ＧＡＨ

日本の歌メドレー（夏の思い出、月の砂漠）
ラテンの情景より ショーロ
アメージング グレース
Tuba・岩井 英二／Sax・岩井 和子／Piano・仙洞田 薫

閉会行事

｢神人の栄光」斉唱
閉会あいさつ

閉

会

懇親会
❷

指揮・金光 和恵／伴奏・浜本 裕子
大会実行委員長

16:00
17:00〜18:30

１階レストラン「セリオ」

阪本 正雄

ご挨拶
全国信徒会「第４回全国大会 in 首都圏」の開催にあたり、新型コロナ
ウイルス感染防止を講じる中、ご参集の皆様、そしてライブ配信でご視
聴くださいまして、ありがとうございます。
この度、東京都荒川区「日暮里サニーホール」にて開催することがで
きましたこと、本当に有難いことでございます。まだまだ、厳しい環境
の中での開催は、多くの皆様にもご心配をおかけしたことと思います。
大会テーマは、「神人」を現し、お道を伝える。サブテーマ「見つめ
直そう、私たちのあり方を」― 新型コロナウイルス感染拡大で、私たち
の日常生活も働き方も、そして、経済活動も一変しました。当たり前で
あったことが当たり前でなくなった今日、これからどのような生き方が求められるのでしょうか。
今こそ一人ひとりが、自己を見つめ直してみる時期にあるのではないでしょうか。
今大会は、第１部 講演「世界を変えるKONKOIST」〜いま金光教を信仰する者として、すべて
をおかげに〜、大矢 嘉先生（教務理事・サクラメント教会長）を講師にお招きしてご講演をいた
だきます。第２部も楽しい内容で、皆様にもお楽しみいただけることと思います。
全国信徒会は、平成１０年金光教教規改正に伴い、教務の一端を担う組織として教団の中に位置
づけられました。５０余年活動してまいりました「信徒会連合本部」から活動を引き継ぎ、すでに
２３年を経過しております。当初は、全国信徒会を全国の信徒の皆様に理解していただき、地域の
活動の活性化を願って、全国各地で「信心ブロック研修会」が開催され、多くのご信徒のご参加を
いただきました。平成３０年、当初の目的が達成されたことから、「信心ブロック研修会」は終了
し、「第１回全国大会 in 北海道」が開催されることとなりました。
全国の信徒の輪がより広がり、結びつきができていくことを新たな願いとして、全国大会が開催
されることとなりました。教団の願いとして、「神人物語を編む」「神様との縦軸」が願いの柱と
して取り組みが進められております。私たち信奉者にとりましては「横軸」も大切なものとして、
信徒会活動の上で取り組んでいきたいと思っています。今大会で、一人でも多くの方々との交わり
ができ、信徒の輪がひろがっていくことを願って、ご挨拶といたします。

金光教全国信徒会
委員長

太

田

明

司会者プロフィール
細野 洋子

Yoko Hosono

ご霊地･金光で生まれる。広島大学附属福山高校在学中、ＡＦＳ（国際
教育交流団体）留学生としてオーストラリアに留学。帰国後、上智大
学外国語学部英語学科入学。卒業後、10年間外資系企業勤務を経て、
現在、英語力を活かしたバイリンガル司会者として活躍中。さらに、
社会福祉士、浦安市介護サービス相談員も務める。
（「あいよかけよ」誌 2021年10月号で紹介）
❸

第1部
講

演 「世界を変えるＫＯＮＫＯＩＳＴ」
〜いま金光教を信仰する者として、すべてをおかげに〜

講

師

◆講師略歴

：

大矢

嘉 先生

Yomisu Ooya

1954. 3

三重県志摩郡（現志摩市）にて出生

1976. 3

早稲田大学教育学部理学科卒業

1977. 6

カリフォルニア州立大学バークレイ分校（英語研修）

9
12

ポートランド州立大学に編入
金光教ポートランド教会にて入信（23歳）

1983. 6

ポートランド州立大学土木工学部卒業

1984. 3

金光教教師任命（ポートランド教会在籍）

1985. 11

本部教庁教務部教務課課員

1987. 7

本部教庁嘱託（教典英訳に関する事項）

8
1992. 11

北米区域在籍教会（ポートランド教会）へ
金光教サクラメント教会長就任
以後、北米センター所長、ハワイセンター所長を歴任

2020. 7
8

金光教教務理事、国際センター所長
金光図書館館長

◆講演要旨
コンコウイスト（造語）と出会うと、世界観、生き方が変わる
コンコウイストとは、ピンチもチャンスに変える魅力的な取次者
うず の

コンコウイスト１

え

のぶ はる

〜埋ノ江 信治 先生〜

神様は、「生神」を目指す若い金光教の先生に出会わせてくださいました。２３歳の私
が出会った当時３０歳のコンコウイスト埋ノ江信治先生です。先生から教えていただく
「神と人が一体化した信仰世界」は、私を魅了するに十分でした。その先生は、生涯の師
と仰ぐ人になりました。
ふく しま

コンコウイスト2

よし つぐ

〜福嶋 義次 先生〜

コンコウイスト福嶋義次先生に初めてお会いしたのは、先生が教祖百年祭を記念して本
部派遣講師として北米に来られた時でした。講話も質疑応答も英語で、質問に答える先生
の切れ味鋭い答えは、とても印象に残っています。そんな出会いがあった翌年、教師をめ
ざして、ご本部で研修させていただくことになり、教学研究所を訪ねました。そして教典
を英訳する作業のお手伝いをさせていただけることになり、膨大な量の教えを英語にして
いきました。そこで福嶋先生から多くを学ぶ機会を得ました。
こん こう かがみ た

コンコウイスト3

ろう

〜四代金光様･金光 鑑太郎 先生〜

大切な教えの示す信仰世界を自分の体験を通して得る実感なしに、数多くの教えを情報
として捉えてしまう。こんなにたやすく教えを知ってしまっていいのだろうかと不安にな
ったことがあります。この危機感から私を救ってくださったのは、四代金光様の取次でし
た。ピンポイントで私の心の中の問題点を指摘されました。コンコウイスト金光鑑太郎先生
です。
❹

第２部
こ

ん

こ

ん

お芝居 「Knock Knock 和賀心」

劇団ＧＡＨ

企画・脚本・演出＝源 清治／音響＝牟田 衆平／映像＝慶徳 優菜／照明＝松本 悠助
［出演者］
中村 優太（大矢 嘉先生）／井上 道夫（埋ノ江信治先生）
松本 一心（福嶋義次先生）／金光 卓人（四代金光様・金光鑑太郎先生）
髙橋 若那／松良 茉侑／松本 桃子／千賀 未佳

STORY
このお話は大矢 嘉先生が語る「３人のコンコウイスト」さん達のことを舞台化したものです。
大矢先生が出会われたお一人目＝埋ノ江信治先生。アメリカのポートランドで、神様の中に生か
されて生きるために「まごころ」を神様に向ける信心を教えてくださいました。
お二人目＝福嶋義次先生。天地に鳴り響く真剣な取次、天地の道理を説いてくださり、教典英
訳の取り組み方などを教えてくださった方です。
お三人目＝四代金光様。母が甲状腺の手術を行うとき、お取次くださり、真のお見舞い、お礼
についてのことや「信心はやってみんとわからんけえなぁ」と、理屈ではない信心を教えてくだ
さいました。
この方達とのご縁のなかで大矢先生の体験された信心のお話を、コメディを交えて脚本化し、
舞台化して皆様にお届けいたします。
そして、大矢先生のお話とは直接関係はございませんが、冒頭と最後に、５歳の姉、３歳の
妹、その母親が、御霊様との会話を通じて幸せに生きていくお芝居もさせていただきます。

観てくださる皆様へ
人生というものは、嬉しいこともあれば悲しいこともあります。または何でもないこともあり
ます。そういう日日（にちにち）の中で私たちは、「和らぎ賀する心」という扉をknockできて
いるでしょうか。このほんの一瞬でも「knockができる私たち」でいさせてください。
そして、皆様が何かを感じる心で、この舞台を完成させてください。世界の皆様が喜び合いに
よって繋がっていけるよう、お祈り申し上げます。

源

清 治（劇団GAH主宰 企画･脚本･演出）

劇団GAHプロフィール
役者、声優、芸人、音響、編集を生業にする老若男女２０人で、２０１６年に結成。現在の主要
メンバーは金光教の教師子弟、信徒ら１８〜３０歳の若者たち。金光教麻布教会を稽古場として
「こどもたちの笑顔と笑い声を」をモットーに、これまでボランティア公演を数多く行っている。
令和２年に朗読劇で動画作品を作り、東京都の支援事業「アートにエールを！」に参加、好評を
博した。（「金光新聞」2021.1.24号より）
❺

演奏
「On the sunny side of the street」
ジミー・マクヒュー（Jimmy McHugh）作曲
オープニングは、ＮＨＫの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」で使用された「ひなたの道」
を、アップテンポで楽しく演奏します。

日本の歌メドレー
「夏の思い出」

中田

「月の砂漠」

佐々木すぐる 作曲

喜 直 作曲

首都圏開催ということで、尾瀬の風景と千葉御宿で生まれた曲を二曲続けてどうぞ。

「ラテンの情景より ショーロ」（Escenas Latinas/ Choro）
エンリケ・クレスポ（Enrique Crespo）作曲
テューバのために書かれたリズミカルな曲でテューバの魅力をお楽しみいただきます。

「アメージング グレース」（Amazing grace）
作曲者 不詳
アメリカ合衆国で最も慕われ愛唱されている讃美歌の一つで、「第二の国歌」とまで言
われています。どんな人にも変わらず与えられている神の恵みに感謝をささげる曲であ
り、神様へ感謝を込めて演奏させていただきます。

演奏者プロフィール
◆ 岩井 英二

Eiji Iwai ／テューバ

国立音楽大学及び尚美ディプロマコースを首席にて卒業。
第９回管打楽器コンテスト第１位。安田生命クオリティオブ
ライフ海外留学奨学金を得て、ワイマール・フランツリス
ト音楽大学を卒業。ドイツ各地のオーケストラで研鑽を積
み、現在最も信頼されるフリー奏者の一人として国内外の
オーケストラで活躍している。
国立音楽大学附属中学高等学校講師。
◆ 岩井 和子

Kazuko Iwai ／サクソフォン

国立音楽大学卒業。ベルリン芸術大学大学院を卒業し、
ドイツ国家演奏家資格合格。音楽の楽しさを伝える演奏活
動、教育活動をライフワークとしている。
ＹＡＭＡＨＡ音楽教室講師。（写真：右）
◆ 仙洞田 薫

Kaoru Sendoda ／ピアノ

国立音楽大学卒業。合唱団の伴奏ピアニスト、べるかんと
音楽教室主宰として地域の音楽活動に携わる。（写真：左）

❻

金光教全国信徒会

第４回全国大会in首都圏を支えてくださった方々（敬称略）
金光教全国信徒会
委 員 長
太田 明
副委員長
松本 汪、阪本正雄、中谷智美
総務部長
野田和彦／運営部長 花本芳明／経理部長 花岡建八郎／事業部長
生活運動推進ＰＴ代表 重見敏也／女性ネットワーク代表 田辺徳子
「あいよかけよ」誌編集長 山本 徹、副編集長 伊藤道教
事 務 局
中務志寸子、吉岡麻衣

宮本孝寿

「第４回全国大会in首都圏」実行委員会（○：実行委員）
実行委員長 ○阪本正雄
講
師 大矢 嘉先生
来
賓 東京センター所長 嶋田 洋先生（代理 荻野理喜之助先生）
首都圏フォーラム議長 山田信二先生
出 演 者 ［劇団ＧＡＨ］ 源 清治、中村優太、慶徳優菜、牟田衆平、井上道夫、金光卓人
松良茉侑、髙橋若那、松本一心、松本桃子、千賀未佳、松本悠助
［音 楽 演 奏］ 岩井英二、岩井和子、仙洞田薫
［10 ボ イ ス］ 山田朋歩、石井光一郎、河井久世、岩井義明、今村翔太、井上 黎
横井佑基壽、小林 弘、小林優子、高井瑠美
［指揮・伴奏］ 金光和恵、浜本裕子
総 務 部 〔長〕○藤井信孝 〔副〕○竹澤守弘
［チラシ･ポスターデザイン］ 犬塚真子
［横看板手配］ ○木村幸夫
［プログラム作成］ ○阪本正雄、フォーゲル企画㈱
受付誘導部 〔長〕○吉岡裕子 〔副〕○竹崎敏子
［受 付 係］ ○中谷智美、岩田幸子、山田初子、猪俣玲子、松谷京子、立田雅子
［講 師 係］ ○大塚東子、○江川和子
［場外案内係］ ○堀端 肇、○竹澤守弘、○山口和賀雄、○庄司邦男、遠藤 進
［場内案内係］ 太田妙子、遠藤ますか
大会進行部 〔長〕○大江 靖 〔副〕○太田武明
［舞台スタッフ］ ○浜本直樹、○伊吹義信、井上 黎、山田和輝、岩井義明
［スライド作成］ ○阪本正雄
［動 画 作 成］ ○大江 靖、○太田武明
［スライド・動画編集］ 中畑香々菜
［YouTube配信］ ○杉村治司、㈱フォーチュン
［出 演 者 係］ 佐藤元子
［救 介 護 係］ 小口育久子
［記 録 係］ ビデオ：○德田精久、○菅原幸和／写真：○太田 明、石山 淳
ＤＶＤ製作：㈱シーピーコム
［司
会］ 細野洋子
会 計 部 〔長〕○荻野眞一
懇 親 会 〔長〕○山口和賀雄 〔副〕○大江 靖 ○荻野眞一
［司会・進行］ ○太田武明
［写
真］ 石山 淳
金光教徒社『金光新聞』

「第４回全国大会 in 首都圏」に参加の皆様

日暮里サニーホールのスタッフの皆様／レストラン「セリオ」
❼

家族や身の回りの人々のことをご祈念しているという様子を
合掌の手の中に描いてみました。
デザイン・奥原しんこ

